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決 算 概 況 

四 半 期 純 利 益 増 減 内 訳 
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【四半期純利益】 

法 人 税 等 

特 別 損 益 

営業外損益 

【営 業 利 益】 

（百万円）     主 な 増 減 要 因         

（百万円） 

（第3四半期連結累計期間） 

1Q 2Q 3Q 累計 1Q 2Q 3Q 累計 増　減 増減率

売  上  高 8,454 8,240 8,857 25,552 7,473 7,766 9,709 24,949 ▲ 603 ▲ 2.4%

営業利益 105 87 315 508 8 51 595 656 ＋147 ＋29.1%
 営業利益率 1.2% 1.1% 3.6% 2.0% 0.1% 0.7% 6.1% 2.6% ＋0.6%

経常利益 207 112 439 759 40 84 619 744 ▲ 14 ▲ 1.9%
 経常利益率 2.4% 1.4% 5.0% 3.0% 0.5% 1.1% 6.4% 3.0% ＋0.0%

四半期純利益 85 68 356 510 ▲ 37 205 454 622 ＋112 ＋22.0%
 四半期純利益率 1.0% 0.8% 4.0% 1.9% ▲ 0.5% 2.6% 4.7% 2.5% ＋0.6%

1株当たり
四半期純利益（円）

為替レート(US$=\) 120 123 121 122 111 104 105 106 ▲ 15
[ ]は期末日レート [122] [120] [121] [121] [103] [101] [116] [116] [▲4]

＋1.64

累計比較

＋33.0%

2016年3月期（第3四半期） 2017年3月期（第3四半期）

0.78 0.67 4.97 ▲0.39 2.19 6.613.68 4.90

                                                    当期計上額  前期比利益ｲﾝﾊﾟｸﾄ 
 

【営業外損益】 受取配当金            134百万円           ▲30百万円                     
           為替差損                165百万円          ▲176百万円 
          社債発行費用            0 百万円       +60百万円 
 

【特別損益】    固定資産売却益                  166百万円           +119百万円 
           負ののれん発生益              49百万円             +49百万円 
 

【法人税等】     税金費用等              337百万円           ▲84百万円 
          法人税等調整額           31百万円       +60百万円 

（１－３） 


セグメント別見通し (2)

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ						2012年３月期(予想)＊ ネンガツキヨソウ						累計比較 ルイケイヒカク

								Q1-Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		11,787		43.0%		5,620		11,860		40.0%		+73		0.6%

						電　　子 デンコ		3,906		7,964		29.1%		3,608		7,675		25.9%		▲ 289		▲ 3.6%

						プレシジョン		3,556		6,957		25.4%		2,782		6,500		21.9%		▲ 457		▲ 6.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		2,885		9.7%		-		-

						その他 タ		346		692		2.5%		346		730		2.5%		+38		5.5%

						合　　計 ゴウケイ		13,303		27,401		100%		12,357		29,650		100%		+2,249		8.2%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		752		6.4%		431		740		6.2%		▲ 12		-1.6%

						電　　子 デンコ		165		180		2.3%		12		162		0.4%		▲ 18		▲ 10.0%

						プレシジョン		277		449		6.5%		▲ 43		200		3.1%		▲ 249		▲ 55.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		323		11.2%		-		-

						その他 タ		15		36		5.2%		18		40		5.5%		+4		11.1%

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 206		-		▲ 94		▲ 215		-		▲ 9		-

						合　　計 ゴウケイ		594		1,212		4.4%		324		1,250		4.2%		+38		3.1%

								13301		27400				12,356		29,650

								592		1,211				324		1,250





見通し (2)

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ				2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ				通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		27,401		12,357		29,650		+2,249		8.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		1,212		324		1,250		+38		3.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		2.6%		4.2%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		1,376		383		1,460		+84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.0%		3.1%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		589		171		830		+241		40.9%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.2%		1.3%		2.8%

				1株当たり カブア		2.34		4.75		1.49		6.76		+2.01		42.3%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00				2.00		±0

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		81		80		▲ 6

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[77]		[80]		[▲3]





セグメント別見通し

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ								2012年３月期(予想)＊2 ネンガツキヨソウ								累計比較 ルイケイヒカク						2012年3月期 ネンガツキ

								Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ				前回予想(通期)*1 ゼンカイヨソウツウキ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		6,294		11,787		43.0%		5,620		6,380		12,000		40.5%		213		1.8%				11,860

						電　　子 デンコ		3,906		4,058		7,964		29.1%		3,608		4,192		7,800		26.3%		▲ 164		▲ 2.1%				7,675

						プレシジョン		3,556		3,401		6,957		25.4%		2,782		3,468		6,250		21.1%		▲ 707		▲ 10.2%				6,500

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		2,860		2,860		9.7%		-		-				2,885

						その他 タ		346		346		692		2.5%		346		364		710		2.4%		18		2.6%				730

						合　　計 ゴウケイ		13,303		14,098		27,401		100%		12,357		17,263		29,620		100%		2219		8.1%				29,650

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		547		752		6.4%		431		429		860		7.2%		108		14.4%				740

						電　　子 デンコ		165		15		180		2.3%		12		127		139		0.4%		▲ 41		▲ 22.8%				162

						プレシジョン		277		172		449		6.5%		▲ 43		200		157		2.5%		▲ 292		▲ 65.0%				200

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		319		319		11.2%		-		-				323

						その他 タ		15		21		36		5.2%		18		29		47		6.6%		11		30.6%				40

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 136		▲ 206		-		▲ 94		▲ 211		▲ 305		-		▲ 99		-				▲ 215

						合　　計 ゴウケイ		594		618		1,212		4.4%		324		893		1,217		4.1%		5		0.4%				1,250

								13301		14099		27400				12,356		17,264		29,620

								592		619		1,211				324		893		1,217



(実績)



見通し

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ						2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ						通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		3Q-4Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		3Q-4Q		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		14,098		27,401		12,357		17,263		29,620		2,219		8.1%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		618		1,212		324		893		1,217		5		0.4%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		4.4%		2.6%		5.2%		4.1%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		769		1,376		383		1,077		1,460		84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.5%		5.0%		3.1%		6.2%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		296		589		171		579		750		161		27.3%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.1%		2.2%		1.3%		3.4%		2.5%

				1株当たり カブア		2.34		2.41		4.75		1.49				5.95

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00		2.00				2.00		2.00

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		86		81

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[83]		[77]





実績

		

						2016年3月期（第3四半期） ネンガツキダイシハンキ								2017年3月期（第3四半期） ネンガツキダイシハンキ								累計比較 ルイケイヒカク

						1Q		2Q		3Q		累計 ルイケイ		1Q		2Q		3Q		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		8,454		8,240		8,857		25,552		7,473		7,766		9,709		24,949		▲ 603		▲ 2.4%

				営業利益 エイギョウリエキ		105		87		315		508		8		51		595		656		＋147		＋29.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		1.2%		1.1%		3.6%		2.0%		0.1%		0.7%		6.1%		2.6%		＋0.6%

				経常利益 ケイジョウリエキ		207		112		439		759		40		84		619		744		▲ 14		▲ 1.9%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		2.4%		1.4%		5.0%		3.0%		0.5%		1.1%		6.4%		3.0%		＋0.0%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		85		68		356		510		▲ 37		205		454		622		＋112		＋22.0%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		1.0%		0.8%		4.0%		1.9%		▲ 0.5%		2.6%		4.7%		2.5%		＋0.6%

				1株当たり カブア		0.78		0.67		3.68		4.97		▲0.39		2.19		4.90		6.61		＋1.64		＋33.0%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン																				＋0.0%

				為替レート(US$=\) カワセ		120		123		121		122		111		104		105		106		▲ 15

				[ ]は期末日レート キマツビ		[122]		[120]		[121]		[121]		[103]		[101]		[116]		[116]		[▲4]





セグメント別実績

		

								2011年３月期(第２四半期) ネンガツキダイシハンキ								2012年３月期(第２四半期) ネンガツキダイシハンキ								累計比較 ルイケイヒカク

								Q1		Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1		Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		2,825		2,668		5,493		41.3%		2,677		2,943		5,620		45.5%		127		2.3%

						電　　子 デンコ		2,025		1,881		3,906		29.4%		1,694		1,914		3,608		29.2%		▲ 298		▲ 7.6%

						プレシジョン		1,688		1,868		3,556		26.7%		1,285		1,497		2,782		22.5%		▲ 774		▲ 21.8%

						その他 タ		176		170		346		2.6%		178		168		346		2.8%		0		0.0%

						合　　計 ゴウケイ		6,715		6,588		13,303		100%		5,836		6,521		12,357		100%		▲ 946		▲ 7.1%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		116		88		205		3.7%		190		261		451		8.0%		245		119.3%

						電　　子 デンコ		98		67		165		4.2%		23		▲ 11		12		0.4%		▲ 153		▲ 92.3%

						プレシジョン		107		169		277		7.8%		▲ 46		3		▲ 43		▲ 1.5%		▲ 320		▲ 115.5%

						その他 タ		5		9		15		4.3%		18		0		18		5.2%		3		20.0%

						調整額 チョウセイガク		▲ 10		▲ 59		▲ 70		-		▲ 23		▲ 91		▲ 114		-		▲ 44		-

						合　　計 ゴウケイ		317		276		594		4.5%		162		162		324		2.6%		▲ 270		▲ 45.3%

																5834		6522		12356

																162		162		324





貸借対照表

		

												10年9月末 ネンガツマツ		11年3月末 ネンガツマツ		11年9月末 ネンガツマツ

																		10年3月末増減 ネンガツマツゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

						流動資産 リュウドウシサン						23,357		23,875		25,655		1,780

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				4,825		5,534		8,125		2,591

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウカキン				5,890		6,239		7,133		894

								有価証券 ユウカショウケン				4,800		4,800		2,500		▲ 2,300

								たな卸資産 オロシシサン				5,990		5,535		5,954		418

								その他 タ				1,850		1,767		1,942		175

						固定資産 コテイシサン						12,486		12,303		13,863		1,560

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				4,657		4,582		5,515		933

								無形固定資産 ムケイコテイシサン				671		776		2,024		1,248

										のれん						1,142		1,142

										その他 タ		671		776		882		106

								投資有価証券 トウシユウカショウケン				5,311		5,203		4,348		▲ 855

								その他 タ				1,846		1,741		1,975		233

								資産合計 シサンゴウケイ				35,844		36,178		39,518		3,340

						流動負債 リュウドウフサイ						4,864		4,836		7,702		2,866

								支払手形及び買掛金 シハラテガタオヨカイカキン				3,255		2,990		3,853		863

								その他 タ				1,607		1,847		3,849		2,002

						固定負債 コテイフサイ						1,220		1,276		1,622		346

						純資産 ジュンシサン						29,821		30,065		30,215		150

								資本金 シホンキン				12,372		12,372		12,372		0

								資本剰余金 シホンジョウヨキン				16,047		16,047		16,047		0

								利益剰余金 リエキジョウヨキン				2,854		3,150		3,077		▲ 73

								自己株式 ジコカブシキ				▲ 1,453		▲ 1,455		▲ 1,456		▲ 1

								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				286		318		25		▲ 293

								為替換算調整勘定 カワセカンサンチョウセイカンジョウ				▲ 349		▲ 368		▲ 483		▲ 115

								少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン								631		631

								負債・純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				35,844		36,178		39,518		3,340

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ						82.6%		83.1%		74.8%		▲ 8.3

						１株当たり純資産 カブアジュンシサン						242.50		245.03







(3) 

Q1 Q2 Q3 累計
構成比*

利益率 Q1 Q2 Q3 累計
構成比*

利益率 増　減 増減率

時　　計 3,139 2,993 3,480 9,614 37.6% 2,638 2,583 3,355 8,578 34.4% ▲ 1,035 ▲ 10.8%

電　　子 1,896 1,870 1,741 5,507 21.6% 1,585 1,804 2,023 5,414 21.7% ▲ 93 ▲ 1.7%

プレシジョン 1,308 1,311 1,358 3,978 15.6% 1,308 1,515 1,772 4,595 18.4% ＋617 ＋15.5%

接続端子 2,021 1,986 2,197 6,205 24.3% 1,863 1,779 2,467 6,111 24.5% ▲ 93 ▲ 1.5%

その他 89 77 80 246 1.0% 76 82 89 249 1.0% ＋2 ＋1.1%

合　　計 8,454 8,240 8,857 25,552 100% 7,473 7,766 9,709 24,949 100% ▲ 603 ▲ 2.4%

時　　計 99 45 180 324 3.4% ▲ 52 ▲ 47 145 45 0.5% ▲ 279 ▲ 86.1%

電　　子 ▲ 143 ▲ 4 ▲ 68 ▲ 216 - ▲ 55 0 42 ▲ 13 - ＋202 -

プレシジョン 53 2 23 79 2.0% 33 63 172 269 5.9% ＋190 ＋238.6%

接続端子 119 106 219 446 7.2% 181 164 329 676 11.1% ＋229 ＋51.5%

その他 23 9 13 47 19.1% 11 12 20 44 17.9% ▲ 2 ▲ 5.3%

調整額 ▲ 47 ▲ 73 ▲ 52 ▲ 173 - ▲ 110 ▲ 141 ▲ 114 ▲ 365 - ▲ 192 -

合　　計 105 87 315 508 2.0% 8 51 595 656 2.6% ＋147 ＋29.1%

営
 

業
 

利
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2016年3月期(第3四半期) 2017年3月期(第3四半期) 累計比較

売
　
上
　
高

業 績 概 況 【セグメント別】 

※ 構成比、利益率は、売上高
に関しては売上構成比を、
営業利益に関しては営業利
益率を表しています。 
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（百万円） 

（第3四半期連結累計期間） 


セグメント別見通し (2)

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ						2012年３月期(予想)＊ ネンガツキヨソウ						累計比較 ルイケイヒカク

								Q1-Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		11,787		43.0%		5,620		11,860		40.0%		+73		0.6%

						電　　子 デンコ		3,906		7,964		29.1%		3,608		7,675		25.9%		▲ 289		▲ 3.6%

						プレシジョン		3,556		6,957		25.4%		2,782		6,500		21.9%		▲ 457		▲ 6.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		2,885		9.7%		-		-

						その他 タ		346		692		2.5%		346		730		2.5%		+38		5.5%

						合　　計 ゴウケイ		13,303		27,401		100%		12,357		29,650		100%		+2,249		8.2%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		752		6.4%		431		740		6.2%		▲ 12		-1.6%

						電　　子 デンコ		165		180		2.3%		12		162		0.4%		▲ 18		▲ 10.0%

						プレシジョン		277		449		6.5%		▲ 43		200		3.1%		▲ 249		▲ 55.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		323		11.2%		-		-

						その他 タ		15		36		5.2%		18		40		5.5%		+4		11.1%

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 206		-		▲ 94		▲ 215		-		▲ 9		-

						合　　計 ゴウケイ		594		1,212		4.4%		324		1,250		4.2%		+38		3.1%

								13301		27400				12,356		29,650

								592		1,211				324		1,250





見通し (2)

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ				2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ				通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		27,401		12,357		29,650		+2,249		8.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		1,212		324		1,250		+38		3.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		2.6%		4.2%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		1,376		383		1,460		+84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.0%		3.1%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		589		171		830		+241		40.9%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.2%		1.3%		2.8%

				1株当たり カブア		2.34		4.75		1.49		6.76		+2.01		42.3%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00				2.00		±0

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		81		80		▲ 6

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[77]		[80]		[▲3]





セグメント別見通し

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ								2012年３月期(予想)＊2 ネンガツキヨソウ								累計比較 ルイケイヒカク

								Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		6,294		11,787		43.0%		5,620		6,240		11,860		40.0%		73		0.6%

						電　　子 デンコ		3,906		4,058		7,964		29.1%		3,608		4,067		7,675		25.9%		▲ 289		▲ 3.6%

						プレシジョン		3,556		3,401		6,957		25.4%		2,782		3,718		6,500		21.9%		▲ 457		▲ 6.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		2,860		2,885		9.7%		-		-

						その他 タ		346		346		692		2.5%		346		384		730		2.5%		38		5.5%

						合　　計 ゴウケイ		13,303		14,098		27,401		100%		12,357		17,293		29,650		100%		2249		8.2%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		547		752		6.4%		431		309		740		6.2%		▲ 12		-1.6%

						電　　子 デンコ		165		15		180		2.3%		12		150		162		0.4%		▲ 18		▲ 10.0%

						プレシジョン		277		172		449		6.5%		▲ 43		243		200		3.1%		▲ 249		▲ 55.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		319		323		11.2%		-		-

						その他 タ		15		21		36		5.2%		18		22		40		5.5%		4		11.1%

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 136		▲ 206		-		▲ 94		▲ 121		▲ 215		-		▲ 9		-

						合　　計 ゴウケイ		594		618		1,212		4.4%		324		926		1,250		4.2%		38		3.1%

								13301		14099		27400				12,356		17,269		29,650

								592		619		1,211				324		922		1,250



(実績)



見通し

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ						2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ						通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		3Q-4Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		3Q-4Q		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		14,098		27,401		12,357		17,293		29,650		2,249		8.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		618		1,212		324		926		1,250		38		3.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		4.4%		2.6%		5.4%		4.2%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		769		1,376		383		1,077		1,460		84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.5%		5.0%		3.1%		6.2%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		296		589		171		659		830		241		40.9%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.1%		2.2%		1.3%		3.8%		2.8%

				1株当たり カブア		2.34		2.41		4.75		1.49		4.46		5.95		1.20		25.3%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00		2.00				2.00		2.00		±0

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		86		81		80		80		▲ 6

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[83]		[77]		[80]		[80]		[▲3]





実績

		

						2011年３月期（第２四半期） ネンガツキダイシハンキ						2012年３月期（第２四半期） ネンガツキダイシハンキ						累計比較 ルイケイヒカク

						1Q		2Q		累計 ルイケイ		1Q		2Q		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		6,715		6,588		13,303		5,836		6,520		12,357		▲ 946		▲ 7.1%

				営業利益 エイギョウリエキ		317		276		594		162		162		324		▲ 269		▲ 45.3%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.7%		4.2%		4.5%		2.8%		2.5%		2.6%		▲ 1.9%

				経常利益 ケイジョウリエキ		375		232		607		255		128		383		▲ 224		▲ 36.9%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		5.6%		3.5%		4.6%		4.4%		2.0%		3.1%		▲ 1.5%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		103		189		293		52		119		171		▲ 121		▲ 41.4%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		1.5%		2.9%		2.2%		0.9%		1.8%		1.3%		▲ 0.9%

				1株当たり カブア		0.82		1.53		2.34		0.43		0.97		1.40		▲ 0.94		▲ 40.2%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				為替レート(US$=\) カワセ		92		88		90		82		79		81		▲ 9

				[ ]は期末日レート キマツビ		[88]		[84]		[84]		[81]		[77]		[77]		[▲7]





セグメント別実績

		

								2016年3月期(第3四半期) ネンガツキダイシハンキ										2017年3月期(第3四半期) ネンガツキダイシハンキ										累計比較 ルイケイヒカク

								Q1		Q2		Q3		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1		Q2		Q3		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		3,139		2,993		3,480		9,614		37.6%		2,638		2,583		3,355		8,578		34.4%		▲ 1,035		▲ 10.8%

						電　　子 デンコ		1,896		1,870		1,741		5,507		21.6%		1,585		1,804		2,023		5,414		21.7%		▲ 93		▲ 1.7%

						プレシジョン		1,308		1,311		1,358		3,978		15.6%		1,308		1,515		1,772		4,595		18.4%		＋617		＋15.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		2,021		1,986		2,197		6,205		24.3%		1,863		1,779		2,467		6,111		24.5%		▲ 93		▲ 1.5%

						その他 タ		89		77		80		246		1.0%		76		82		89		249		1.0%		＋2		＋1.1%

						合　　計 ゴウケイ		8,454		8,240		8,857		25,552		100%		7,473		7,766		9,709		24,949		100%		▲ 603		▲ 2.4%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		99		45		180		324		3.4%		▲ 52		▲ 47		145		45		0.5%		▲ 279		▲ 86.1%

						電　　子 デンコ		▲ 143		▲ 4		▲ 68		▲ 216		-		▲ 55		0		42		▲ 13		-		＋202		-

						プレシジョン		53		2		23		79		2.0%		33		63		172		269		5.9%		＋190		＋238.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		119		106		219		446		7.2%		181		164		329		676		11.1%		＋229		＋51.5%

						その他 タ		23		9		13		47		19.1%		11		12		20		44		17.9%		▲ 2		▲ 5.3%

						調整額 チョウセイガク		▲ 47		▲ 73		▲ 52		▲ 173		-		▲ 110		▲ 141		▲ 114		▲ 365		-		▲ 192		-

						合　　計 ゴウケイ		105		87		315		508		2.0%		8		51		595		656		2.6%		＋147		＋29.1%





貸借対照表

		

												10年9月末 ネンガツマツ		11年3月末 ネンガツマツ		11年9月末 ネンガツマツ

																		11年3月末増減 ネンガツマツゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

						流動資産 リュウドウシサン						23,357		23,875		25,655		1,780

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				4,825		5,534		8,125		2,591

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウカキン				5,890		6,239		7,133		894

								有価証券 ユウカショウケン				4,800		4,800		2,500		▲ 2,300

								たな卸資産 オロシシサン				5,990		5,535		5,954		418

								その他 タ				1,850		1,767		1,942		175

						固定資産 コテイシサン						12,486		12,303		13,884		1,581

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				4,657		4,582		5,515		933

								無形固定資産 ムケイコテイシサン				671		776		2,024		1,248

										のれん						1,142		1,142

										その他 タ		671		776		882		106

								投資有価証券 トウシユウカショウケン				5,311		5,203		4,348		▲ 855

								その他 タ				1,846		1,741		1,995		254

								資産合計 シサンゴウケイ				35,844		36,178		39,539		3,361

						流動負債 リュウドウフサイ						4,864		4,836		7,702		2,866

								支払手形及び買掛金 シハラテガタオヨカイカキン				3,255		2,990		3,853		863

								短期借入金 タンキカリイレキン								1,500		1,500

								その他 タ				1,607		1,847		2,349		502

						固定負債 コテイフサイ						1,220		1,276		1,622		346

						純資産 ジュンシサン						29,821		30,065		30,215		150

								資本金 シホンキン				12,372		12,372		12,372		0

								資本剰余金 シホンジョウヨキン				16,047		16,047		16,047		0

								利益剰余金 リエキジョウヨキン				2,854		3,150		3,077		▲ 73

								自己株式 ジコカブシキ				▲ 1,453		▲ 1,455		▲ 1,456		▲ 1

								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				286		318		25		▲ 293

								為替換算調整勘定 カワセカンサンチョウセイカンジョウ				▲ 349		▲ 368		▲ 483		▲ 115

								少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン								631		631

								負債・純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				35,844		36,178		39,539		3,361

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ						82.6%		83.1%		74.8%		▲ 8.3

						１株当たり純資産 カブアジュンシサン						242.50		245.03		246.26		1.23







(4) 

売 上 高 推 移 【セグメント別】 
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時計事業 42% 41% 36% 37% 34% 

電子事業 23% 21% 23% 22% 22% 

プレシジョン事業 18% 16% 15% 16% 18% 

接続端子事業 15% 20% 25% 24% 25% 

その他の事業 2% 2% 1% 1% 1% 

合計 100% 100% 100% 100% 100% 



(5) 

営 業 利 益 推 移 【セグメント別】 

1,681 

433 

692 

508 

656 

6.9% 

1.8% 

2.5% 
2.0% 

2.6% 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

0

400

800

1,200

1,600

2,000

13/Q3 14/Q3 15/Q3 16/Q3 [17/Q3]

営業利益・営業利益率 （全 体） （百万円） 
営業利益率 （セグメント別） 

電 子 

営 
業 
利 
益 

クロック 

その他 

その他 

電 子 

プレシジョン 

営業利益率 

時 計 

7 .6%

9 .7%

1 .4%

0 .5%

3 .4%

13 .6%

4 .3%

1 .6%

▲3 .9%

▲0 .3%

3 .8%

▲5 .4%
▲1 .1%

5 .9%2 .0%

▲0 .3%
▲1 .2%

11 .0%

7 .2%

11 .1%

▲10%

▲5%

0%

5%

10%

15%

13/Q3 14/Q3 15/Q3 16/Q3 [17/Q3 ]

時計 

電 子 

接続端子 

プレシジョン 

（百万円） 

  13/Q3 14/Q3 15/Q3 16/Q3 [17/Q3] 前期比 

営
業
利
益 

時計事業 1,379 430 141 324 45 ▲279 

電子事業 213 ▲264 97 ▲216 ▲13 ＋202 

プレシジョン事業 ▲53 ▲13 ▲44 79 269 ＋190 

接続端子事業 279 469 742 446 676 ＋229 

その他の事業 68 53 50 47 44 ▲2 

調整額 ▲206 ▲242 ▲294 ▲173 ▲365 ▲192 

合計 1,681 433 692 508 656 ＋147 
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業 績 推 移 【時計事業】 
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国内のクロック分野におきましては、中高 
 
 国内販売におきましては、主力のクロック 
 は法人向け売上の減少や、量販店での 
 売上減少がありました。また、非クロック 
 では、自治体向け防災行政ラジオの需要 
 減少に加え、仕入れ品の売上減少があり 
 ました。利益面では為替の追い風があり、 
 減収増益となりました。海外販売におきま 
 しては、ASEAN地域を中心にウオッチ 
 販売は好調に推移しましたが、クロック 
 販売が減少し現地通貨ベースでは横ばい 
 となりました。利益面においては、販促費 
 の増加やベトナム工場での減価償却費の 
 増加などにより、営業損失となりました。 
 これらの結果、時計事業全体では、減収 
 減益となりました。 
 
 売上高： 85億78百万円 
 （前年同期比10.8％の減） 
 営業利益： 45百万円 
 (前年同期比2億79百万円の減） 
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業 績 推 移 【電子事業】 
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国内の車載・映像機器分野におきまして 
  
 電子事業におきましては、海外では 
 車載向けの小型カメラや加飾部品、 
 ＥＭＳ案件の受注が好調に推移し、 
 増収増益となりました。一方、国内に 
 おいては、車載向けアナログ時計、 
 建機用カメラや船舶表示機器の受注 
 などが好調に推移しましたが、情報 
 機器分野の受注減少をカバーするに 
 至らず、減収となりました。利益面では 
 合理化に向けての取り組みを積極的 
 にすすめました。これらの結果、電子 
 事業全体では減収となりましたが、 
 営業損失は大幅に縮小いたしました。 
 
 
 売上高： 54億14百万円 
 （前年同期比1.7％の減） 
 営業利益： ▲13百万円 
 （前年同期比2億 2百万円の改善） 
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業 績 推 移 【プレシジョン事業】 
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海外でのユニット組立事業が好調に 
 
 プレシジョン事業におきましては、基幹 
 事業である国内での精密金型、精密 
 加工部品及び工作機械部品等の受注 
 が引き続き好調に推移いたしました。 
 また、車載カメラ部品などの新領域に 
 対する拡販も積極的に行い、増収増益 
 となりました。また、プレシジョン事業 
 全体では、子会社買収に伴う一時的な 
 費用計上があったものの、国内での 
 増収効果や海外での合理化などが 
 寄与し、増収増益となりました。 
 
 売上高： 45億95百万円 
 （前年同期比15.5％の増） 
 営業利益： 2億69百万円 
 （前年同期比1億90百万円の増）  
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 接続端子事業では、太陽光、ＡＶ機器 
 向け部品は厳しい市場環境のもと、 
 減収となりましたが、主力である二輪 
 ・四輪向けや、家電、電動アシスト 
 自転車向け接続端子、小型精密プレス 
 部品などの受注は好調に推移いたしま 
 した。国内では受注が減少したものの、 
 試作品の受注獲得や自動化などの 
 合理化に注力した結果、減収増益と 
 なりました。海外では、インドネシアや 
 ベトナムにおいて、主に二輪・四輪向 
 け小型精密プレス部品などの受注が 
 好調に推移し、現地通貨ベースでは 
 増収増益となりました。これらの結果、 
 接続端子事業全体の売上高は円高 
 による為替の影響により、減収となり 
 ましたが、営業利益では増益となりま 
 した。 
 
 売上高： 61億11百万円 
 （前年同期比1.5％の減） 
 営業利益： 6億76百万円 
 （前年同期比2億29百万円の増） 

業 績 推 移 【接続端子事業】 
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貸 借 対 照 表 
（百万円） 

16年3月末増減

流動資産 27,735 28,012 28,114 +102
現金及び預金 9,295 11,569 10,946 ▲ 622
受取手形及び売掛金 8,138 7,686 7,657 ▲ 29
有価証券 0 0 0 0
たな卸資産 8,894 8,064 8,689 +625
その他 1,408 692 821 +129

固定資産 20,439 17,183 17,540 +357
有形固定資産 8,592 8,292 8,777 +485
無形固定資産 3,261 3,005 2,601 ▲ 404

（のれん） 2,256 2,091 1,880 ▲ 211
（その他） 1,005 914 721 ▲ 193

投資有価証券 6,462 3,740 4,264 +523
その他 2,123 2,144 1,897 ▲ 247

資産合計 48,175 45,195 45,655 +459

流動負債 6,006 5,636 6,223 +587
支払手形及び買掛金 3,737 3,061 3,605 +544

889 936 1,057 +120
その他 1,377 1,638 1,560 ▲ 77

固定負債 8,112 7,440 7,004 ▲ 436

長期借入金 1,128 958 596 ▲ 362

社債 5,000 5,000 5,000 0
その他 1,983 1,481 1,408 ▲ 73

純資産 34,055 32,118 32,427 +308
資本金 12,372 12,372 12,372 0
資本剰余金 13,681 13,681 9,806 ▲ 3,875 10月 自己株消却　23,328千株

利益剰余金 6,603 7,145 7,479 +333
自己株式 ▲ 3,460 ▲ 3,460 ▲ 170 +3,290
その他有価証券評価差額金 2,335 722 1,196 +473

2,522 1,656 1,742 +87

負債・純資産合計 48,175 45,195 45,655 +459

自己資本比率 70.7% 71.1% 71.0% ▲0.1％

１株当たり純資産 354.13 334.00 349.34 +15.34

16年12月末 主な増減要因

短期借入金及び1年以内返済長期借入金

為替換算調整勘定及びその他

15年12月末 16年3月末


貸借対照表 (2)

		

												10年9月末 ネンガツマツ		11年3月末 ネンガツマツ		11年9月末 ネンガツマツ

																		11年3月末増減 ネンガツマツゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

						流動資産 リュウドウシサン						23,357		23,875		25,655		1,780

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				4,825		5,534		8,125		2,591

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウカキン				5,890		6,239		7,123		884

								有価証券 ユウカショウケン				4,800		4,800		2,500		▲ 2,300

								たな卸資産 オロシシサン				5,990		5,535		5,954		418

								その他 タ				1,850		1,767		1,942		175

						固定資産 コテイシサン						12,486		12,303		13,884		1,581

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				4,657		4,582		5,515		933

								無形固定資産 ムケイコテイシサン				671		776		2,024		1,248

										のれん						1,142		1,142

										その他 タ		671		776		882		106

								投資有価証券 トウシユウカショウケン				5,311		5,203		4,348		▲ 855

								その他 タ				1,846		1,741		1,995		254

								資産合計 シサンゴウケイ				35,844		36,178		39,539		3,361

						流動負債 リュウドウフサイ						4,864		4,836		7,702		2,866

								支払手形及び買掛金 シハラテガタオヨカイカキン				3,255		2,990		3,853		863

								短期借入金 タンキカリイレキン								1,500		1,500

								その他 タ				1,607		1,847		2,349		502

						固定負債 コテイフサイ						1,220		1,276		1,622		346

						純資産 ジュンシサン						29,821		30,065		30,215		150

								資本金 シホンキン				12,372		12,372		12,372		0

								資本剰余金 シホンジョウヨキン				16,047		16,047		16,047		0

								利益剰余金 リエキジョウヨキン				2,854		3,150		3,077		▲ 73

								自己株式 ジコカブシキ				▲ 1,453		▲ 1,455		▲ 1,456		▲ 1

								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				286		318		25		▲ 293

								為替換算調整勘定 カワセカンサンチョウセイカンジョウ				▲ 349		▲ 368		▲ 483		▲ 115

								少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン								631		631

								負債・純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				35,844		36,178		39,539		3,361

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ						82.6%		83.1%		74.8%		▲ 8.3

						１株当たり純資産 カブアジュンシサン						242.50		245.03		246.26		1.23





セグメント別見通し (2)

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ						2012年３月期(予想)＊ ネンガツキヨソウ						累計比較 ルイケイヒカク

								Q1-Q2		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		11,787		43.0%		5,620		11,860		40.0%		+73		0.6%

						電　　子 デンコ		3,906		7,964		29.1%		3,608		7,675		25.9%		▲ 289		▲ 3.6%

						プレシジョン		3,556		6,957		25.4%		2,782		6,500		21.9%		▲ 457		▲ 6.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		2,885		9.7%		-		-

						その他 タ		346		692		2.5%		346		730		2.5%		+38		5.5%

						合　　計 ゴウケイ		13,303		27,401		100%		12,357		29,650		100%		+2,249		8.2%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		752		6.4%		431		740		6.2%		▲ 12		-1.6%

						電　　子 デンコ		165		180		2.3%		12		162		0.4%		▲ 18		▲ 10.0%

						プレシジョン		277		449		6.5%		▲ 43		200		3.1%		▲ 249		▲ 55.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		323		11.2%		-		-

						その他 タ		15		36		5.2%		18		40		5.5%		+4		11.1%

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 206		-		▲ 94		▲ 215		-		▲ 9		-

						合　　計 ゴウケイ		594		1,212		4.4%		324		1,250		4.2%		+38		3.1%

								13301		27400				12,356		29,650

								592		1,211				324		1,250





見通し (2)

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ				2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ				通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		27,401		12,357		29,650		+2,249		8.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		1,212		324		1,250		+38		3.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		2.6%		4.2%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		1,376		383		1,460		+84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.0%		3.1%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		589		171		830		+241		40.9%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.2%		1.3%		2.8%

				1株当たり カブア		2.34		4.75		1.49		6.76		+2.01		42.3%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00				2.00		±0

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		81		80		▲ 6

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[77]		[80]		[▲3]





セグメント別見通し

		

								2011年３月期(実績) ネンガツキジッセキ								2012年３月期(予想)＊2 ネンガツキヨソウ								累計比較 ルイケイヒカク

								Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1-Q2		Q3-Q4		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		5,493		6,294		11,787		43.0%		5,620		6,240		11,860		40.0%		73		0.6%

						電　　子 デンコ		3,906		4,058		7,964		29.1%		3,608		4,067		7,675		25.9%		▲ 289		▲ 3.6%

						プレシジョン		3,556		3,401		6,957		25.4%		2,782		3,718		6,500		21.9%		▲ 457		▲ 6.6%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		2,860		2,885		9.7%		-		-

						その他 タ		346		346		692		2.5%		346		384		730		2.5%		38		5.5%

						合　　計 ゴウケイ		13,303		14,098		27,401		100%		12,357		17,293		29,650		100%		2249		8.2%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		205		547		752		6.4%		431		309		740		6.2%		▲ 12		-1.6%

						電　　子 デンコ		165		15		180		2.3%		12		150		162		0.4%		▲ 18		▲ 10.0%

						プレシジョン		277		172		449		6.5%		▲ 43		243		200		3.1%		▲ 249		▲ 55.5%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		319		323		11.2%		-		-

						その他 タ		15		21		36		5.2%		18		22		40		5.5%		4		11.1%

						調整額 チョウセイガク		▲ 70		▲ 136		▲ 206		-		▲ 94		▲ 121		▲ 215		-		▲ 9		-

						合　　計 ゴウケイ		594		618		1,212		4.4%		324		926		1,250		4.2%		38		3.1%

								13301		14099		27400				12,356		17,269		29,650

								592		619		1,211				324		922		1,250



(実績)



見通し

		

						2011年３月期  実績 ネンガツキジッセキ						2012年３月期  予想* ネンガツキヨソウ						通期比較 ツウキヒカク

						1Q-2Q		3Q-4Q		累計 ルイケイ		1Q-2Q(実績) ジッセキ		3Q-4Q		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		13,303		14,098		27,401		12,357		17,293		29,650		2,249		8.2%

				営業利益 エイギョウリエキ		594		618		1,212		324		926		1,250		38		3.1%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.5%		4.4%		4.4%		2.6%		5.4%		4.2%

				経常利益 ケイジョウリエキ		607		769		1,376		383		1,077		1,460		84		6.1%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		4.6%		5.5%		5.0%		3.1%		6.2%		4.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		293		296		589		171		659		830		241		40.9%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		2.2%		2.1%		2.2%		1.3%		3.8%		2.8%

				1株当たり カブア		2.34		2.41		4.75		1.40		5.36		6.76		2.01		42.3%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				1株当たり カブア				2.00		2.00				2.00		2.00		±0

				配当金（円） ハイトウキンエン

				為替レート(US$=\) カワセ		90		86		86		81		80		80		▲ 6

				[ ]は期末日レート キマツビ		[84]		[83]		[83]		[77]		[80]		[80]		[▲3]





Q3実績

		

						2011年３月期（第3四半期） ネンガツキダイシハンキ								2012年３月期（第3四半期） ネンガツキダイシハンキ								累計比較 ルイケイヒカク

						Q1		Q2		Q3		累計 ルイケイ		Q1		Q3		Q3		累計 ルイケイ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売  上  高 バイジョウタカ		6,715		6,588		7,466		20,770		5,836		6,520		8,355		20,712		▲ 58		▲ 2.8%

				営業利益 エイギョウリエキ		317		276		556		1,150		162		162		552		876		▲ 273		▲ 23.9%

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.7%		4.2%		7.4%		5.5%		2.8%		2.5%		6.6%		2.6%		▲ 2.9%

				経常利益 ケイジョウリエキ		375		232		630		1,238		255		128				383		▲ 855		▲ 36.9%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		5.6%		3.5%		8.5%		6.0%		4.4%		2.0%		0.0%		3.1%		▲ 2.9%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ		103		189		331		625		52		119				171		▲ 453		▲ 41.4%

				四半期純利益率 シハンキジュンリエキリツ		1.5%		2.9%		4.4%		3.0%		0.9%		1.8%		0.0%		1.3%		▲ 1.7%

				1株当たり カブア		0.82		1.53		2.70		5.02		0.43		0.97				1.40		▲ 3.62		▲ 40.2%

				四半期純利益（円） シハンキジュンリエキエン

				為替レート(US$=\) カワセ		92		88		83		88		82		79		77		79		▲ 8

				[ ]は期末日レート キマツビ		[88]		[84]		[81]		[81]		[81]		[77]		[78]		[78]		[▲4]





時計実績

		

				時計事業（国内） トケイジギョウコクナイ

						85上期 カミキ		85期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ		86上期 カミキ		86期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ

		総売上 ソウウリアゲ		数量 スウリョウ		1,951		1,226		3,177		2,147		1,330		3,477		1.09

				金額 キンガク		4,617		2,684		7,301		4,749		2,866		7,615		1.04

				単価 タンカ		2,367		2,189		2,298		2,212		2,155		2,190		0.95

		気象計 キショウケイ				85上期 カミキ		85期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ		86上期 カミキ		86期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ

		社製 シャセイ		数量 スウリョウ		3,734		7,488		11,222		23,545		27,600		51,145		4.56

				金額 キンガク		4,277		10,180		14,457		34,415		33,187		67,602		4.68

				単価 タンカ		1,145		1,360		1,288		1,462		1,202		1,322		1.03

		仕入れ シイ		数量 スウリョウ		29170		11,348		40,518		43,631		15,724		59,355		1.46

				金額 キンガク		26,109		10,105		36,214		37,128		12,481		49,609		1.37

				単価 タンカ		895		890		894		851		794		836		0.94

		計 ケイ		数量 スウリョウ		32,904		18,836		51,740		67,176		43,324		110,500		2.14

				金額 キンガク		30,386		20,285		50,671		71,543		45,668		117,211		2.31

				単価 タンカ		923		1,077		979		1,065		1,054		1,061		1.08

		歩数計 ホスウケイ				85上期 カミキ		85期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ		86上期 カミキ		86期 Q3 キ		85期　Q3累計 キルイケイ

		社製 シャセイ		数量 スウリョウ		19,870		7,114		26,984		18,393		8,392		26,785		0.99

				金額 キンガク		27,039		9,430		36,469		23,126		10,255		33,381		0.92

				単価 タンカ		1,361		1,326		1,352		1,257		1,222		1,246		0.92

		仕入れ シイ		数量 スウリョウ						0						0

				金額 キンガク						0						0

				単価 タンカ

		計 ケイ		数量 スウリョウ		19,870		7,114		26,984		18,393		8,392		26,785		0.99

				金額 キンガク		27,039		9,430		36,469		23,126		10,255		33,381		0.92

				単価 タンカ		1360.7951685959		1,326		1,352		1,257		1,222		1,246		0.92





Q3セグメント別実績

		

								2011年３月期(第２四半期) ネンガツキダイシハンキ										2012年３月期(第２四半期) ネンガツキダイシハンキ										累計比較 ルイケイヒカク

								Q1		Q2		Q3		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		Q1		Q2		Q3		累計 ルイケイ		構成比*　　　　　利益率 コウセイヒリエキリツ		増　減 ゾウゲン		伸び率 ノリツ

				売　上　高 バイジョウタカ		時　　計 トキケイ		2,825		2,668		3,220		8,714		42.0%		2,677		2,943		3,463		9,083		43.9%		369		4.2%

						電　　子 デンコ		2,025		1,881		2,179		6,086		29.3%		1,694		1,914		2,096		5,704		27.5%		▲ 382		▲ 6.3%

						プレシジョン		1,688		1,868		1,882		5,439		26.2%		1,285		1,497		1,382		4,164		20.1%		▲ 1,275		▲ 23.4%

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		-		-		1,228		1,228		5.9%		1,228		-

						その他 タ		176		170		183		529		2.5%		178		168		185		531		2.6%		2		0.4%

						合　　計 ゴウケイ		6,715		6,588		7,466		20,770		100%		5,836		6,521		8,354		20,712		100%		▲ 58		▲ 0.3%

				営 業 利 益 エイギョウリエキ		時　　計 トキケイ		116		88		368		573		6.6%		190		261		447		898		9.9%		325		56.7%

						電　　子 デンコ		98		67		65		231		3.8%		23		▲ 11		90		102		0.4%		▲ 129		▲ 55.8%

						プレシジョン		107		169		153		430		7.9%		▲ 46		3		▲ 15		▲ 58		▲ 1.4%		▲ 488		-

						接続端子 セツゾクタンシ		-		-		-		-		-		-		-		86		86		7.0%		86		-

						その他 タ		5		9		22		37		7.1%		18		0		27		45		8.5%		8		19.6%

						調整額 チョウセイガク		▲ 10		▲ 59		▲53		▲ 123		-		▲ 23		▲ 91		▲ 83		▲ 197		-		▲ 74		-

						合　　計 ゴウケイ		317		276		556		1,150		5.5%		162		162		552		876		4.2%		▲ 274		▲ 23.8%

																		5834		6,522				19482

																		162		162		552		876

										2010								2011

						掛け カ		数量 スウリョウ		436								497						114%

								金額 キンガク		1,739				3,984				1,726		3,468				99%		87%

						置き オ		数量 スウリョウ		57								51						89%

								金額 キンガク		346				6,030				298		5,808				86%		96%

						目覚まし メザ		数量 スウリョウ		505								571						113%

								金額 キンガク		632				1,249				733		1,284				116%		103%

						デジタル		数量 スウリョウ		585								613						105%

								金額 キンガク		857				1,463				840		1,370				98%		94%

						計 ケイ		数量 スウリョウ		1,638								1,774						108%

						社製クロック シャセイ		金額 キンガク		3,609				2,203				3,613		2,037				100%		92%





貸借対照表

		

												15年12月末 ネンガツマツ		16年3月末 ネンガツマツ		16年12月末 ネンガツマツ

																		16年3月末増減 ネンガツマツゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

						流動資産 リュウドウシサン						27,735		28,012		28,114		+102

								現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン				9,295		11,569		10,946		▲ 622

								受取手形及び売掛金 ウケトリテガタオヨウカキン				8,138		7,686		7,657		▲ 29

								有価証券 ユウカショウケン				0		0		0		0

								たな卸資産 オロシシサン				8,894		8,064		8,689		+625

								その他 タ				1,408		692		821		+129

						固定資産 コテイシサン						20,439		17,183		17,540		+357

								有形固定資産 ユウケイコテイシサン				8,592		8,292		8,777		+485

								無形固定資産 ムケイコテイシサン				3,261		3,005		2,601		▲ 404

										（のれん）		2,256		2,091		1,880		▲ 211

										（その他） タ		1,005		914		721		▲ 193

								投資有価証券 トウシユウカショウケン				6,462		3,740		4,264		+523

								その他 タ				2,123		2,144		1,897		▲ 247

								資産合計 シサンゴウケイ				48,175		45,195		45,655		+459

						流動負債 リュウドウフサイ						6,006		5,636		6,223		+587

								支払手形及び買掛金 シハラテガタオヨカイカキン				3,737		3,061		3,605		+544

								短期借入金及び1年以内返済長期借入金 タンキカリイレキンオヨネンイナイヘンサイチョウキカリイレキン				889		936		1,057		+120

								その他 タ				1,377		1,638		1,560		▲ 77

						固定負債 コテイフサイ						8,112		7,440		7,004		▲ 436

								長期借入金 チョウキカリイレキン				1,128		958		596		▲ 362

								社債 シャサイ				5,000		5,000		5,000		0

								その他 タ				1,983		1,481		1,408		▲ 73

						純資産 ジュンシサン						34,055		32,118		32,427		+308

								資本金 シホンキン				12,372		12,372		12,372		0

								資本剰余金 シホンジョウヨキン				13,681		13,681		9,806		▲ 3,875		10月 自己株消却　23,328千株 ガツジコカブショウキャクセンカブ

								利益剰余金 リエキジョウヨキン				6,603		7,145		7,479		+333

								自己株式 ジコカブシキ				▲ 3,460		▲ 3,460		▲ 170		+3,290

								その他有価証券評価差額金 タユウカショウケンヒョウカサガクキン				2,335		722		1,196		+473

								為替換算調整勘定及びその他 カワセカンサンチョウセイカンジョウオヨタ				2,522		1,656		1,742		+87

								少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン										0

								負債・純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				48,175		45,195		45,655		+459

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ						70.7%		71.1%		71.0%		▲0.1％

						１株当たり純資産 カブアジュンシサン						354.13		334.00		349.34		+15.34







(11) 

設備投資・減価償却費 

設 備 投 資 

減 価 償 却 費 
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（億円） 

0.7 1.8

0.9

1.3
1.7

1.4

4.0
4.1

3.5

1.1

3.5

2.1

2.53.1

13.3

2.22.5

0.5
0.7

2.2
2.0

2.21.6

5.0

1.6

12.4

9.1

21.4

13.4

9.6

0

5

10

15

20

25

13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 [17年3月期]

          （億円） 
［時         計］     ２.５  金型、加工設備、自動化機器 
 

［電         子］     ０.５ 検査機器 
 

［プレシジョン］    ２.２ 加工設備、空調設備 
 

[接 続 端 子]      ２.２   加工設備、空調設備 
 

[そ  の  他]   ５.０  新倉庫建設等(物流子会社)               

    合 計       １２.４ 
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(12) 

ト ピ ッ ク ス  

12月3日から6日間全国で鳩時計カッコーバルトのCM放送を行いました。 
一昨年に引続き家族のふれあいをテーマにおじいちゃんと孫のこころ 
温まる交流が描かれています。 

リズムサービス（茨城県筑西市）で7号倉庫（面積5,921㎡） 
が10月末竣工し、11月より営業を開始しました。 

プレシジョン事業で、今後の業容拡大を狙い東北リズムに微細精密加工機を導入し、 
更に高度な需要に対応できるよう投資を行っております。 

  鳩 時計CM オンエアー 

 決 算説明会-中間期-開催 

 微細精密加工機の導入 

恒温室を新規
増設 
（±１℃管理）、 
振動防止基礎
対策済 

 有田焼美術時計「御所車の図」発売 

香蘭社・リズム時計共同開発 
宮廷風図柄「御所車」を大胆にデザインした置時計2モデル同時発売 

 国内物流倉庫の新設 
11月29日都内で、中間期の決算 
説明会を開催し、中期計画の 
取組状況をご説明いたしました。 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12

